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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  37名  
 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  10名  
 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  20名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<10 月 30 日の出席率 78.79％>  
Make up を含む 10/9 の出席率 96.43％ 

先日、メンバーの皆様には郵送でお知らせしま

したが、竹森幹事より、6 ケ月間の出席規定適用

免除の申請が提出され、理事会で承認されました。 

 また、同時に幹事職と地区出向委員の職につい

て、辞任したい旨の申し出がありこれらも併せて

承認されました。理由は、以前から治療中の甲状

腺ホルモン異常の状態が悪化し、薬の種類変更や

増量等を試みても数値的改善が見られないためと

の理由によるものです。 

 何度か本人と話をし、症状を聞いたところ｢クラ

ブに迷惑をかけるから｣と申請することを躊躇して

いた竹森幹事に、私より申請するよう強く勧めまし

た。一時的に、クラブの事は忘れて、この際じっく

りと時間をかけて治療に専念し、完治後は元気に戻

ってきてほしい、と心より願っております。 

 また、本日の持ち回り理事会において、多田会

員の 6ケ月間の出席規定適用免除申請と、村上会

員より現在出ている出席規定適用免除の 2 ケ月間

の延長申請も提出され、承認されました。お二方

にも、是非とも早くお元気になられて、戻ってき

ていただくよう、切に願っております。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい

ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。    

10月 30日帝国ホテル 1階インペリアルクラブラ

ウンジにて指名委員会を開催し、委員会(中林、辻村、

岡本、瀬尾、金髙)は次年度理事・役員候補者として

下記の 12名を指名しました。 

2016～2017年度クラブ役員・理事 

会長   岡本 雄介  理事 松浦 貞男 

直前会長 中林 邦友   〃   中村 不二 

会長ﾉﾐﾆｰ 岡田 耕平   〃  西尾 昌也 

副会長  長谷 裕代    〃  大蔭 政勝 

幹事   瀬尾 公一    〃  曽我部律夫 

会計   中田 圭子 

SAA   松田 喜則 

役員・理事に自薦他薦、または異議がありましたら

11月 30日までに幹事まで申し出て下さいますよう

お願いいたします。また 2016年～2017年度理事・

役員は12月4日(金)の年次総会において当選されて

決まりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 11 月 6 日 第 1565 回例会 
ロータリー財団月間 

◎本日の◎本日の◎本日の◎本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週(1(1(1(11111 月月月月 13131313 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

････お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    

････ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ロータリー財団の活動についてロータリー財団の活動についてロータリー財団の活動についてロータリー財団の活動について」」」」    

関関関関    謙二ロータリー財団委員長謙二ロータリー財団委員長謙二ロータリー財団委員長謙二ロータリー財団委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「デュエットデュエットデュエットデュエット」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・竹森会員が病気療養の為、幹事を辞任されまし

たので、残りの期間幹事を務めさせて頂くこと

になりましたので、よろしくお願い致します。 

・11 月 6 日(土)若手ロータリアンの会(非公式)が

開催されますので、ポスティングしております

詳細ご確認の上、10 月 30 日までに出欠返信お

願致します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢俳句が日本を元気にする！俳句が日本を元気にする！俳句が日本を元気にする！俳句が日本を元気にする！」」」」    

関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長    三木三木三木三木    基史基史基史基史氏氏氏氏    

((((辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    指名委員会報告指名委員会報告指名委員会報告指名委員会報告    ――――    



朝槻・・・一昨日、東京ロータリーで｢すごいオー

ラ｣と驚かれました。 

長谷・・・先週三世代クラブ合同例会無事に終わ

りました。ありがとうございました。

皆さまおつかれ様でした。 

鹿野・・・いつもお世話になっております。 

村上・・・御無沙汰をしています。まだ体調がす

ぐれずお休みが多くなりますが、よろ

しくお願いします。 

中村(匡)・三世代欠席のおわび。 

岡田・・・本日早退のお詫び。 

岡本・・・指名委員会がありました。いよいよ次

年度も始動です。 

竹森・・・本日、代理卓話よろしくお願いします。 

｢｢｢｢エネルギー産生エネルギー産生エネルギー産生エネルギー産生((((脂肪燃焼脂肪燃焼脂肪燃焼脂肪燃焼))))についてについてについてについて｣｣｣｣    
株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス            
西日本営業部西日本営業部西日本営業部西日本営業部    田住田住田住田住    春昌春昌春昌春昌氏氏氏氏    

((((竹森竹森竹森竹森    敏麿会員紹介敏麿会員紹介敏麿会員紹介敏麿会員紹介))))    

････芸術芸術芸術芸術・文化同好会・文化同好会・文化同好会・文化同好会    
曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

11月 7日(土)に歌舞伎鑑賞会です。11時開演、大

阪城西の丸会場です。よろしく。 

めにカラダのしくみについてお話し致します。 

カラダは L-カルニチンなしに脂肪を燃やすこと

ができないしくみになっております。もともと L-

カルニチンは体内で生合成されており、20歳位から

年とともにどんどん失われていきます。中年太りに

起因しております。 

体内で脂肪が燃やされる場所は、細胞内のミトコ

ンドリアという燃焼炉だけです。この中に入れない

限り脂肪が燃えることはありません。この時、L-カ

ルニチンの助けがないと脂肪は細胞内に入り込む

ことができません。そして、他の成分がL-カルニチ

ンの代わりをつとめることはできません。カラダの

脂肪が燃やされずに消えてなくなることは科学的

に絶対あり得ません。L-カルニチンの体内量が減っ

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    
｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？    
ここで、非常に誤解を生む言葉を紹介いたしま

す。それは｢自分の職業を通じて、社会に奉仕をす

るのが職業奉仕である。｣と考えられている方が非

常に多くおられます。自分の職業を通そうと通さ

ずとも、社会に奉仕するのでありますから、この

奉仕活動は社会奉仕であります。では、この言葉

の中に職業奉仕が含まれていないのかというとそ

うではありません。だから誤解を生む言葉なので

す。では、どのように区別するのか。それは、｢奉

仕に対しての受益者が誰であるのか｣で区別する

ことができます。奉仕活動によって受益者が自分

以外の地域の人々、地域社会である場合は社会奉

仕であります。それと反対に奉仕活動で受益者が

自分自身である場合が職業奉仕であります。奉仕

活動による｢受益者｣というのが解りにくいので実

例をもって説明いたします。(次回に続く) 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区研

修協議会資料｢クラブ職業奉仕委員長の責務｣ ～

職業奉仕の考えを拡めて人材を育成しよう～より 

メタボリックシンド

ローム(内臓脂肪症候

群)の始まりは内臓の脂

肪が過剰に蓄えられる

ことにより引き起こさ

れます。貯まってしま

った脂肪を消費するた

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    てしまうと補充するしかないのです。 

体内で脂肪が貯蔵されている場所は脂肪細胞と

いう場所になります。蓄えられている脂肪は塊にな

っており消費しやすいように分解され血液中に送

りこまれます。特定保健食品の中には分解を促進す

る成分を配合したものもあります。TVCM でも分

解、バラバラといった表現を用いられておりますの

で身近かもしれません。脂肪を燃やすためには運動

しなさいと言われるのは運動することにより塊の

状態から分解し消費させやすくするためでもあり

ます。分解の手助けとなる成分もエネルギー産生を

スムーズに行わせます。また、L-カルニチン同様脂

肪燃焼に不可欠で、しかも年とともに減っていく成

分がコエンザイムQ10です。こちらはエネルギー産

生を促進する着火剤の役割を果たします。 

エネルギー産生が上手く行われると疲れにくくな

るというデータもございますのでエネルギー産生の

流れ、カラダのしくみを理解して頂きたく思います。 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥24242424,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥709709709709,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    

――――    ｢職業｢職業｢職業｢職業奉仕｣コーナー奉仕｣コーナー奉仕｣コーナー奉仕｣コーナー    ――――    

日 時：2015年 10月 30日(金) 

審議議案： 

１．別紙の通り、村上五百子会員の出席規定適用

免除の承認。 

２．別紙の通り、多田秀觀会員の出席規定適用免

除の承認。 

木村 節三（13日）久保友志郎（11日） 
中林 邦友（18日）佐々木 宏（19日） 
大本 達也（22日）佐々木 裕（22日） 
岡本 雄介（24日）前田 康廣（25日） 

松田 喜則 ㈱帝国ホテル       （1890） 
多田 秀觀 ㈱多田寅洋紙店      （1910） 
岡田 耕平 岡田紙業㈱        （1961） 
中林 邦友 中林綜合登記事務所    （1963） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 


